令和3年度白石区老人クラブ会場・活動内容リスト
2021/9/28

白石地区

白石区マスコットキャラクター『しろっぴー』

例会会場

老人クラブ名／会長名
白石駅前百年会

白石駅前会館

会長 ： 中村 節

平和通2丁目北3-61

白石福寿会
会長 ： 板垣 博
白石保健クラブ
会長 ： 扇谷 幸夫
白石中央五福会
会長 ：佐々木 司
白石明友会
会長 ： 栗山 文雄

白石会館
本通1丁目南2-32
白石会館
本通1丁目南2-32
白石中央福祉会館
中央1条5丁目4-36
白石会館
本通1丁目南2-32

℡ 861-3846
℡ 861-8270
℡ 861-8270
℡ 811-2517
℡ 861-8270

例会日

親睦・健康増進活動

社会奉仕活動

カラオケ・民謡・麻雀・パークゴル
清掃美化・交通安全街頭啓発・世
毎週水曜日 フ・ハッピーボウリング・体操・旅行・ 代間交流・街路植花活動・子ども
誕生会・野外食事会・舞踏等
盆踊り支援・病院祭り支援等
福祉施設訪問・世代間交流・清掃
毎月
パークゴルフ・麻雀・舞踊・カラオ
美化・共同募金・交通安全街頭啓
ケ・民謡・旅行・健康活動等
5・15・25日
発等
パークゴルフ・ハイキング・ボウリン 共同募金・高齢者福祉施設訪問・
毎月
グ・麻雀・合唱・旅行・水泳・ウォー 交通安全街頭啓発・高齢者見守り
第2・4火曜日 キング・カルタ・ハッピーボウリンクﾞ 活動等
民謡・舞踊・童謡・カラオケ・麻雀・ 清掃美化・共同募金・交通安全街
毎週月曜日 ゲートボール・パークゴルフ・旅行・ 頭啓発・世代間交流・高齢者訪問
カップゴルフ等
等
パークゴルフ・麻雀・輪投げ・スロッ 花壇づくり・交通安全街頭啓発・共
毎月2回
トボール・旅行・カラオケ・民謡・短 同募金・世代間交流・高齢者施設
第2・4月曜日 歌・俳句・川柳・随想等
訪問等

東白石地区
例会会場

老人クラブ名／会長名
白石旭町寿会

旭町内会館

例会日

親睦・健康増進活動

社会奉仕活動

毎月

会長 ： 山中 忠典

平和通10丁目北4-15

東白石白寿会

東白石まちづくりセンター

会長 ： 工藤 美智子

本通13丁目南10-1

親郷長生学園

南郷福祉会館

会長 ： 藤城 ミワ子

南郷通7丁目南4-4

栄通鶴寿会

南栄会館

会長 ：佐藤 小夜子

南郷通6丁目南1-35

℡ 861-8931

パークゴルフ・ゲートボール・カラオ 清掃美化・共同募金・交通安全街
頭啓発等
第1・3日曜日 ケ･麻雀・旅行等

毎月
℡ 861-9262

歩こう会・体操・カラオケ・舞踊・ハッ 清掃美化・世代間交流・高齢者訪
問・交通安全街頭啓発等

第1・3月曜日 ピーボウリング・輪投げ等
毎月

スロットボール・体操・旅行・折り紙・ 清掃美化・交通安全街頭啓発・世
代間交流・共同募金等

℡ 864-4285

第1・3月曜日 カラオケ等

℡ 864-1509

パークゴルフ・ハッピーボウリング・
清掃美化・交通安全街頭啓発・共
体操・舞踊・囲碁・将棋・輪投げ･旅
同募金等
第1・3金曜日 行等

毎月

東札幌地区
例会会場

老人クラブ名／会長名
東札幌クラブ友の会

東札幌会館

会長 ： 赤坂 秀夫

東札幌2条4丁目3-14

℡ 811-9355

例会日
毎週火曜日

親睦・健康増進活動

社会奉仕活動

囲碁・麻雀・オセロ・将棋・カラオケ・ 交通安全街頭啓発・清掃美化・世
パークゴルフ・歩こう会・ハッピーボ 代間交流・共同募金・高齢者施設
ウリング・輪投げ等
訪問等

菊水地区
例会会場

老人クラブ名／会長名
菊水南町やよい会

菊水やよい児童会館

会長 ： 中島 ヒロ子

菊水1条4丁目6-61

菊水西町はまなすクラブ

菊水地区会館

会長 ：二俣 義司

菊水7条2丁目2-20

例会日
毎月

℡ 841-5150
℡ 811-9445

親睦・健康増進活動

社会奉仕活動

ゲートボール・卓球・旅行・体操・麻 交通安全街頭啓発・清掃美化・高
齢者宅訪問・世代間交流等

第1～3月曜日 雀・舞踊・カラオケ等
毎週金曜日

パークゴルフ・歩こう会・カラオケ・
体操・麻雀・踊り・旅行等

清掃美化・交通安全街頭啓発等

北白石地区
例会会場

老人クラブ名／会長名
北郷明友会

北郷東会館

会長 ： 江口 充子

北郷3条6丁目8-27

北郷長寿会

北郷会館

会長 ： 岡 春夫

北郷3条3丁目8-1

例会日

親睦・健康増進活動

毎月

2021/9/28
社会奉仕活動

℡ 875-2952

パークゴルフ・歩こう会・カラオケ・
第1・3・4土曜日 民謡・舞踊･麻雀・川柳・詩吟等

℡ 872-2447

歌声・カラオケ・囲碁・麻雀・詩吟・
清掃美化・交通安全街頭啓発・世
パークゴルフ･ハッピーボウリング・
代間交流・共同募金等
第1・3月曜日 旅行・俳句等

℡ 872-0429

毎月
パークゴルフ・カラオケ・研修会・旅 清掃美化・共同募金・交通安全街
頭啓発・世代間交流等
第2・4水曜日 行・手芸サロン等

清掃美化・高齢者施設訪問等

毎月

健康クラブ瑞穂むつみ会 北郷瑞穂会館
会長 ： 前崎 義雄

北郷8条9丁目1-1

ゆうゆうクラブ

白石第七コ－プマンション 団地管理組合集会所

会長 ： 永野 喜久雄

北郷2条4丁目2-39

℡ 872-7448

毎月
第4日曜日

手芸・料理・パークゴルフ・カラオ
ケ・麻雀・旅行・誕生会等

清掃美化・共同募金・高齢者訪
問・交通安全街頭啓発・世代間交
流等

北東白石地区
例会会場

老人クラブ名／会長名
東川下親和会

東川下記念会館

会長 ： 阿部 良雄

川下3条5丁目3-25

北都明生会

北都地区会館

会長 ： 山口 康夫

北郷3条12丁目4-1

川下老人クラブ

川下会館

会長 ： 田澤 俊子

川下641-230

川北老人クラブ長楽会

川北会館

会長 ： 宇野 鈴江

川北2条2丁目7-10

例会日
毎月

℡ 873-9002

℡ 872-0070

社会奉仕活動
清掃美化・共同募金・世代間交
流・交通安全街頭啓発等

合唱・パークゴルフ・体操・輪投げ・ 清掃美化・共同募金・交通安全街
頭啓発等

第2・4日曜日 ダーツ・スロットボール・旅行等
毎月

℡ 873-1433

旅行・パークゴルフ・カラオケ・麻

第2・4日曜日 雀・歩こう会等
毎月

℡ 875-3077

親睦・健康増進活動

第2木曜日

旅行・パークゴルフ・カラオケ・体
操・演芸・麻雀・トランプ等

清掃美化・共同募金・交通安全街
頭啓発等

毎月
パークゴルフ・体操・演芸・ダンス・ 清掃美化・共同募金・交通安全街
第1・3金曜日 フロアカーリング・旅行・カラオケ等 頭啓発・高齢者訪問等

白石東地区
例会会場

老人クラブ名／会長名
柏山会

柏会館

会長 ：高野 一博

平和通17丁目北1-20

茶廉慈倶楽部

栄自治会集会所

会長 ： 中屋 カホル

栄通15丁目1-34

生き生きクラブ

白石かがやき園

会長 ： 佐々木 一志

平和通16丁目北3-45

白石東友愛会

白石東会館

会長 ： 沼田 昌之

本通18丁目南2-6

例会日

親睦・健康増進活動

社会奉仕活動

℡ 861-6210

パークゴルフ・ハイキング・麻雀・カ
毎月
ラオケ・体操・輪投げ・昔遊び・旅行
第2・4日曜日 等
パークゴルフ・体操・歩こう会・麻
毎月
雀・民謡・カラオケ・オセロ・ダーツ・
第1・3木曜日 旅行等
パークゴルフ・体操・カラオケ・麻
毎月2回
雀・囲碁・輪投げ・旅行・パットパー
第2・4日曜日 クゴルフ、ミニボウリング等

℡ 862-0813

毎月
ハッピーボウリング・ゲートボール・ 清掃美化・共同募金・高齢者訪問
等
第2・4土曜日 歩こう会・輪投げ・俳句・旅行等

℡ 865-0310
℡ （なし）

清掃美化・世代間交流・高齢者訪
問・共同募金等
清掃美化・世代間交流・共同募
金・交通安全街頭啓発・高齢者施
設訪問等
清掃美化・共同募金・交通安全街
頭啓発・障がい者施設訪問・世代
間交流等

菊の里地区
老人クラブ名／会長名

例会会場

菊寿会

菊水元町南町内会館

会長 ： 土肥 勝夫

菊水元町7条2丁目6-5 ℡ 873-9595

例会日

親睦・健康増進活動

社会奉仕活動

フラダンス・パークゴルフ・旅行・体 募金活動・交通安全街頭啓発・清
毎月
操・ダンス・民舞・手工芸・文芸・絵 掃美化・世代間交流・福祉施設奉
第1・3月曜日 画・囲碁・将棋・麻雀等
仕等

